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2022年5月26日(木)
株式会社JR東日本クロスステーション

デベロップメントカンパニー

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（所在地：東京都
渋谷区、カンパニー長：杉村 晶生）は、運営するエキナカ商業施設「エキュート」東京
・品川・日暮里・大宮・立川にて、2022年5月30日（月）より順次、『今こそLemonフ

ェア』を開催します。昨年に続いて2回目の開催となる今年は、昨年の人気商品の他に今
年初登場となる27商品も加わり、レモンを使用したさっぱり爽やかな約100商品が勢揃い
します。
東京駅「エキュート東京」では、レモンを使ったスイーツ・お弁当など東京駅でしか購

入できない商品を多数取り揃えます。また、エキュート品川では、通常のレモンに比べて
、酸味が少なく、糖度が高め、まろやかな味わいが特徴の「小笠原レモン」を使用した商
品を多数展開します。
梅雨のジメジメした気分も晴れやかになる色とりどりの展開にご注目ください。

開催期間：2022年5月30日（月）より順次

エキナカ商業施設「エキュート」

梅雨のジメジメを吹き飛ばす！気分をアゲるLemonエナジー

『今こそLemonフェア』開催！

画像はイメージです

掲載情報は5月26日時点の情報です。内容は変更となる可能性がございます。
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レモンのケーキ
マイスターシュトュックユー
ハイム
1個 594円
サクサクのパイ生地にレモン
ジュレ、レモンクリーム、コ
コアスポンジが入った夏限定
のケーキ。

タルト檸檬フロマージュ
和楽紅屋
1個 540円
瀬戸内レモンとあまおう苺ピュ
ーレを混ぜ合わせたカスタード
クリームに、レモン果汁を加え
た2種のクリームチーズを絞った
爽やかな酸味のチーズタルト。

東京駅「エキュート東京」限定！レモンスイーツ＆お弁当

クイニーアマン・檸檬
治一郎
1個 400円
バター香る生地の中にレモンピール
を包みレモン果皮を加えたグレーズ
をコーディングしました。
レモンの爽やかな苦味と酸味を味わ
える夏限定のクイニーアマンです。

ハニーレモンカスタードソフ
トクリーム
小岩井農場
1個 600円
小岩井農場自慢のソフトクリ
ームにハチミツとレモンカス
タードソースをトッピングし
た、爽やかで甘酸っぱい一品
です。ピスタチオで味と彩り
にアクセントを加えました。

瀬戸内レモンあんパン
東京あんぱん豆一豆
1個 260円
レモン好き必見！瀬戸内レモ
ンのペースト、瀬戸内産藻塩
入りのクリーム、レモン餡が
たあんパン。レモン餡は「あ
んこは甘い」の常識を打ち消
すあんこです。

金華豚塩だれ豚丼
平田牧場
1折 980円
金華豚のお肉を特製の塩だれ
に絡めた豚丼。レモン果汁を
かけて、さっぱりとお召し上
がりいただけます。

レモン香る 夏の海苔弁巻弁当
刷毛じょうゆ 海苔弁山登り
1折 1,296円
すし酢にレモンをきかせ、さっ
ぱりと、かつフルーティーな味
わいになりました。添え物には
ソテーした鶏肉のレモンバター
ソース掛けを限定で。

鶏のレモン南蛮弁当
串くら 京都・御池
1折 1,200円
がっつりとした串くらのチキ
ンかつにレモン酢のタルタル
ソースを合わせることでさっ
ぱりと食べやすい一品です。

エキュート東京限定エキュート東京限定 エキュート東京限定

爽やかレモンのクリームチーズ
まん
PAOPAO
1個 324円
爽やかなレモンとクリームチー
ズを合わせたさっぱりとした饅
頭です。

エキュート東京限定エキュート東京限定エキュート東京限定

エキュート東京限定 エキュート限定エキュート東京限定 NEW

NEWNEW

NEWNEW
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小笠原レモンクリームロール
パティスリーQBG
1本 1,280円
イタリア産シトラスはちみつ
と小笠原レモン果汁を贅沢に
使用した爽やかな絶品ロール
ケーキ。
販売期間：6/13～7/10

レモンゼリー
京橋千疋屋
1個 702円
爽やかな風味の小笠原レモン
を使用した、初夏にぴったり
な清涼感溢れるゼリーです。
1日限定20個

品川駅「エキュート品川」小笠原レモンを使用したスイーツ・お弁当

シトロン
ダロワイヨ
1個 594円
小笠原レモンのムースにレモ
ンジュレをしのばせた爽やか
なケーキです。

小笠原レモンの水まんじゅう
銀座 甘楽
1個 237円
小笠原レモンを使用したレモ
ン餡の水まんじゅうです。
1日限定30個

揚まんじゅう・れもん
御門屋
1個 150円
白餡の優しい甘さと爽やかで
清々しいレモンの香りが、お
口の中に広がります。
1日限定30個

レモンと鶏肉の冷やしまぜそば
ヴィ パレット
1パック 540円
レモンの酸味がきいたさっぱりと
した中華そばに、ピリ辛ダレで味
付けした蒸し鶏を添えました。
1日限定20パック
販売時間：10:00～

レモンチキン竜田
おむすび百千
1個 240円
レモンの爽やかな風味がする、
初夏にぴったりの商品です。
1日限定50個

シチリア産レモン生クリーム
サンドイッチハウス メルヘン
1袋 475円
メルヘンオリジナルのふわふわ
パンに、シチリア産のレモンカ
ードと生クリームをはさんだ品
川限定のスイーツサンドです。
1日限定30袋

エキュート品川限定/小笠原レモン

ほしレモン＆スプーンクッキ
ーセット
空いろ
1セット 1,278円
白いんげんあんにレモンソー
スと小笠原レモンピールを合
わせた爽やかなレモン餡とス
プーンクッキーのセット。

エキュート限定

エキュート品川限定/小笠原レモン 小笠原レモン

エキュート限定/小笠原レモン エキュート限定/小笠原レモン 小笠原レモン

NEW

NEW

NEW NEW

NEWNEW エキュート品川限定
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ハニーレモンのティラミスカップ
シーキューブ
1個 648円
レモン果実の残るコンポートや風
味を凝縮したソースでティラミス
クリームの甘さとレモンの酸味を
すっきりまとめました。見た目は
かわいらしく味は本格的な新商品
です。

レモネッシュ
パティスリー アンドゥ
1個 540円
程よい甘さのはちみつのムース
とさっぱりとしたレモンゼリー
、グレープフルーツのジュレが
相性抜群の逸品！

日暮里駅「エキュート日暮里」#キュンな甘さ #和レモン スイーツ

れもん餅
深川伊勢屋
1個 210円
白餡に刻んだレモンをたっぷり
混ぜ込み、皮にもレモンのフリ
ーズドライ粉末を使用した、爽
やかな風味が口いっぱいに広が
る限定商品です。

たまご屋さんが本気で作った
クリームレモンパイ
オーヴォ
1個 490円
輪切りのレモンをのせて焼き
上げたサクサクのパイ生地の
中に、刻んだレモンを混ぜ込
んだ濃厚なクリームをたっぷ
りと詰めました。

レモンのチーズケーキ
資生堂パーラー
1個 675円
デンマーク産のクリームチーズ
を使用し、レモンのコンフィと
クリームを合わせた爽やかな味
わいのチーズケーキです。
1日限定5個

シトロン・オ・ザマンド
ブーランジェリーブルディガラ
1個 388円
カスタードクリームにレモンピ
ール甘煮をサンドし、レモンの
蜂蜜漬けをのせた爽やかな味わ
いです。
販売期間：6/1～

キウイと甘夏入り瀬戸内レモン
クリーム
サンドイッチカフェおいしいメ
ルヘン。
1袋 453円
レモンクリームに酸味のしっか
りとした甘夏とフレッシュなキ
ウイを挟んだ爽やかなサンドイ
ッチです。

レモンいなり
いなり専門店「豆狸」
1個 216円
はちみつ入りのレモンペースト
を生地に混ぜ込んだ風味豊かな
お稲荷さん。季節限定です。

瀬戸田レモンケーキ
ハスキージェラート
1箱（5個入） 1,620円
広島県産の瀬戸田レモンを贅沢
に使用した国産素材のレモンケ
ーキ。小麦粉は埼玉県産の桜つ
ばめを使い、三温糖とはちみつ
で仕上げました。瀬戸内の太陽
と海風をたっぷり受けて育った
瀬戸田レモンの豊かな味わいを
お楽しみください。

エキュート大宮限定

大宮駅「エキュート大宮」バラエティ豊かなレモンフード

エキュート日暮里限定

NEW
NEW

NEW

NEW
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ドライフルーツ レモン
フルーリアロイスダール
30ｇ入 400円
国産のレモンを使用した半生ド
ライフルーツ。素材の風味をぎ
ゅっと詰め、やわらかく仕上げ
ました。

くまさんの塩レモンマドレーヌ
キャトルキャール
5個入 1,134円
レモンを丸ごとクラッシュして使
用した、かわいらしいくまの形の
焼菓子。ゲランドの塩がアクセン
トです。

さわやかレモンの水ギョーザ
パオパオ 8個入 680円
レモンピューレとレモン果汁を
使用した水ギョーザです。

レモン香る厚切りサーモン鮨
おさかな処 築地 奈可嶋
1パック 980円・ハーフ 499円
肉厚ジューシーなサーモンをレモ
ンでさっぱりとお召し上がり下さ
い。

クリームチーズ＆チキンのサラダ
愛媛県産ドライレモン使用
四季の味 献心亭 匠 1個 420円
ほろ苦いレモンピールがアクセン
ト。キャロットラペ、半熟たまご
が入ったサラダサンドです。

レモン
ママロン トウキョウ
1個 380円
さっぱりと食べやすい人気商品
です。レモンジャム入りクリー
ムで、しっかりとレモンの風味
をお楽しみ頂けます。

立川駅「エキュート立川」レモンを使ったスイーツ＆デリ

気分をアゲるLemonエナジー 今こそLemonフェア 概要

■フェア名称
気分をアゲるLemonエナジー 今こそLemonフェア

■実施期間
エキュート東京：6/1～6/30
エキュート品川：6/13～7/10
エキュート日暮里：5/30～6/26
エキュート大宮・立川：5/30～6/19

エキュート立川限定 NEW

エキュート立川限定 NEWシチリアレモンロール
キャトルキャール
1本 1,296円
イタリア・シチリア産有機レモ
ン使用のクリームをふんわりと
したスポンジで巻いた、夏らし
いさっぱりとしたお味のロール
ケーキです。

西湘レモンのフィナンシェ
がトー・ド・ボワイヤージュ
3個入 648円
西湘レモンピールを練り込んで
焼き上げた爽やかな香りと、国
産発酵バターの芳醇な香りが広
がります。

きらきらレモン
アンテンドゥ
1個 240円
優しい味わいのレモンカスタード
に、きらりと光るレモンマーマレ
ードで口いっぱいに広がる爽やか
さ。

NEW

NEW
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商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）

デベロップメントカンパニーについて：

エキナカニーズに幅広く応える、魅力あふれるエキナカ空間を目指し、「ecute」や「GRANSTA」等のエキナカ商業施設を

展開する事業を行っています。各駅のロケーションや文化、地域性を考慮しながら、エキナカのさらなる魅力向上を目指しま

す。また、パートナーとの連携を強化し、地元との共生、地域連携にも積極的に取り組んでいきます。

主な運営施設：エキュート、グランスタ

株式会社JR東日本クロスステーションについて

（価格は全て税込み）

プロントは、「昼はカフェ、夜はサカバ。」という「二面性」

をキーワードに、働く人がいつでも立ち寄れる、使い勝手の良

い空間を一日中ご用意しています。仕事前や休憩時間に立ち寄

れて、人々が集うコミュニティともいえるカフェ空間として。

また、仕事終わりに仲間と気軽に集う、会話が弾むキッサカバ

空間として。カフェとサカバ、プロントならではの「二面性」

をお楽しみください。

ショップ名：プロント

オープン日時：6月17日（金）10:00

営業時間：7:00～23:00（日祝：～22:00）

エキュート立川1階に「プロント」がオープン！


